
つくば市マンション連絡会セミナー
平成２８年６月１９日（日）
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■本日の説明

１．筑波研究学園都市と国家公務員宿舎

２．国家公務員宿舎の廃止・売却

３．宿舎削減を契機とした都市再生

（つくば市が考えるまちづくり）

４．中心市街地の現状とマンション
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・・・研究学園地区

○研究学園地区（約2,700ha）
研究機関や住宅，商業などを計画的に配置

○周辺開発地区
研究学園地区と適切に機能分担

大阪環状線

山手線

名古屋第二環状

新住宅市街地開発事業
（約260ha）の区域
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洞峰公園

ＪＡＸＡ

産総研

中心市街地，竹園・吾妻東部エリア

並木エリア松代東部エリア
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○公的研究機関に働く研究者のために，約8千戸の公務員宿舎が建設（Ｓ46～55年）

○同一地区に集中して整備（中心市街地は面積の約14％が公
務員宿舎）

〇計画的に整備したことから，緑豊かなゆとりある都市環境を
創出
（計画標準，景観計画等に基づき計画的に整備）
（建ぺい率：10～20% 容積率：20～100% 緑化率：50%等）

〇公務員宿舎は常に子育て世代が多く入居しており，学校等も
安定的に経営するなどまちづくりに重要な役割を果たしてい
る。一方，世代が偏っていることや定住者が少ないことも。

花室東部地区（現，竹園三丁目，吾妻四丁目） 1,549戸

都心地区（現，春日，吾妻，竹園） 3,394戸

大角豆地区（現，並木） 1,760戸

手代木地区（現，松代） 1,052戸

合計 7,755戸

面積は118ha
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今までの環境と大きく異なる都市環境となる
・緑化率の大幅な低下
・ゆとりのない土地利用や非常に高い建築物
・ペデや公園を意識しない建築物 等

処分後 処分後

平成14年に初めて宿舎の処分が決定し，
平成17年に 11.3ha，660戸 を処分

平成19年に国から当初の国家公務員宿舎削減計画が公表
Ｈ19～23までに 約35ha，2.2千戸 の処分を計画

東日本大震災の影響でＨ23に凍結し，国において削減計画を見直し
（Ｈ26までに約9.4ha，0.9千戸が処分）

国に対しまちづくりの将来像を策定するまで売却延期を要望
→ 平成19年に「新たなつくばのグランドデザイン」公表

※公務員宿舎跡地は，地区計画を決定した上で処分することを明記
高度地区を決定し，高さ制限を導入
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○宿舎戸数の削減
真に公務に必要なものに限定し，５年を目処（Ｈ28年度末）に5.6万戸を削減
※真に公務に必要なもの（５分類）

①離島，山間へき地に勤務 ②頻度高く転居が伴う
③居住場所が官署近接地に限定 ④緊急参集職員 ⑤国会対応職員

○宿舎使用料の見直し
宿舎の建設，維持管理費等に係る歳出に概ね見合う歳入を得る水準まで引き上げ

市内では約2.6千戸が削減され，全戸数の約７割が削減予定

設置戸数（Ｈ
24.9）

削減戸数 残置戸数

中心市街地，竹
園・吾妻東部エ
リア

2,374戸 1,647戸 727戸

並木エリア 629戸 384戸 245戸

松代東部エリア 782戸 535戸 247戸

合計 3,785戸 2,566戸 1,219戸

4.8千戸が削減
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○緑豊かなゆとりある都市環境が失われ，つくばの価値の低下
○空き家の発生による治安悪化や大量供給による土地処分の苦戦
○商業施設等経済への影響
○学校運営への影響 等

単なる宿舎処分ではなく，都市再生ととらえ，戦略的に都市再生を推進

有識者や関係者等で構成する「つくば中心市街地再生推進会議」を平成25年5月に
設置し，都市再生のあり方や公務員宿舎の処分手法等を検討

委員 ：黒川計量計画研究所代表理事（座長），小林千葉大学教授，堤筑波大学教授
財務省関東財務局，筑波大学，高エネ研，筑波技術大学，茨城県，つくば市

オブザーバー：国土交通省，文部科学省

平成25年12月に最終報告が公表

9

○都市再生の考え方

○継承すべき事項
継承すべき事項：都市機能の集積，緑豊かなゆとりある都市環境，特徴的な景観づくり 等
転換すべき事項：公共空間を核としたまちづくり，先導的な取組の取り入れ，都市のマネ

ジメント 等
継承が難しい事項：民間主導の開発ではなし得ない土地利用，街区ごとの開発誘導 等

継承が難しい事項

現在の都市環境

継承すべき事項

転換すべき事項

低限実現すべき

事項

できる限り誘導す

べき事項

法や販売条件等

による誘導

ガイドライン等

による誘導

将
来
像

○処分スキーム
段階的処分及び開発（段階的転換方

式）を行い，現居住者及び近隣住民の
住み替えを促進

○誘導手法
４つの手法を組み合わせて実施

ア．地区計画及びガイドライン等による誘導 イ．土地販売時での誘導
ウ．インセンティブの付与 エ．県及び市等による土地購入による誘導
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方針１ つくばの特徴的な街並み景観の育成

方針２ 既存ストックを活用した新たな魅力の創出

方針３ つくば都心地区の魅力向上

方針４ 国際研究開発拠点機能の強化

方針５ エコライフ都市づくりの先導
出典：研究学園地区まちづくりビジョン

中心市街地のまちづくり方針
〇つくばの核として，充実した都市機能を有
する魅力ある都市拠点の形成

〇筑波研究学園都市の玄関口にふさわしい，
風格ある街並みと，良好な都市環境の形成

Tsukuba City

①広域活性化地区

【将来像】
・核とした都市機能の集積
・質の高い景観形成の誘導
・都市運営の強化
【誘導する事項】
・用途誘導 ・ゆとりある都市環境
・電線類地中化
・公共空間の考慮
・高度な都市機能 ・回遊性の向上
・緑豊かな環境
・特徴的な景観誘導等

②商業・業務地区

【将来像】
・広域活性化地区を補完する都市機
能の誘導

・質の高い景観誘導
【誘導する事項】
・用途誘導 ・ゆとりある都市環境
・電線類地中化
・公共空間の考慮
・回遊性の向上 ・緑豊かな環境
・特徴的な景観誘導等
・都市運営誘導 等

③中高層住宅地区

【将来像】
・変化に富んだ住宅環境
・緑視率を考慮した都市環境
・都市運営の強化
【誘導する事項】
・用途誘導 ・ゆとりある都市環境
・電線類地中化
・公共空間の考慮
・賃貸住宅などの都市機能誘導
・回遊性向上
・先導的な開発誘導

（環境モデル街区，防災モデル街
区，緑化モデル街区） 等

④中低層住宅地区

【将来像】
・低層住宅としてみどりゆたかな
品格ある住環境

・都市運営の導入
【誘導する事項】
・高さ，用途誘導
・ゆとりある都市環境
・電線類地中化
・公共空間の考慮
・先導的な開発誘導 等

⑤生活サービス地区

【将来像】
・小規模商業や公共空間による
コミュニティの場の創出

・変化を与える都市環境
【誘導する事項】
・都市機能，用途誘導
・電線類地中化
・公共空間の考慮
・回遊性向上

⑥多機能活力創出地区

【将来像】
・中心市街地居住者の生活サービスを提
供する空間

【誘導する事項】
・景観協定の締結促進
・地権者が中心のまちづくり意識啓発等

都市再生のキーワード
○緑豊かなゆとりある都市環境
○環境や技術など最先端を取り
入れた開発
○国際競争力の強化
○安全安心のまちづくり
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①まちづくりガイドラインによる誘導

②地区計画による誘導

③竹園三丁目地域拠点における再構築

④つくば市無電柱化条例

⑤公共空間を活用した都市の魅力向上

⑥公務員宿舎跡地における特徴的な開発誘導

⑦ 先端環境技術を活用した開発

⑧ペデストリアンデッキなどのインフラの更新 etc…

つくばの将来のまちづくりの実現するために，様々な取組を実施・検討中

緑豊かなゆとりある都市環境の創出！ ＆ 特徴的な資源を積極的に活用！
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廃止予定の公務員宿舎等を中心に地区計画を決定し，良好な都市環境を誘導

10ｍ以上

擁壁の形態 垣柵の制限

【緑】

〇大通り沿い5ｍ

ペデ沿い2ｍのグリーンベルト

〇柵は1.2ｍ以下の生垣 など

【ゆとりの確保】

〇 低敷地面積を制限（180㎡，200㎡）

〇擁壁の形態を誘導（高さ1.2ｍ以下等）

〇大通りから建築物は10ｍセットバック など
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新たに電線類を設置する際に，地中化することを義務化する条例の制定に向け，現在手続
き中（7/2までパブコメ，9月議会に上程予定） ※日本初の条例となる見込み
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公共空間（ペデストリアンデッキ，公園，広場）をオープンカフェやイベントなどに活用し，
都市の魅力向上やにぎわいを創出！

公共空間を活用して，
○歩いてわくわくするまち
○つくばにしかない体験ができる
○家でもない職場でもない新たな居場所“サードプレ

イス”化
○つくばにいながら海外をちょっとだけ味わえる

ポイント
“公共空間を”遊ぶ，集う，くつろぐ“場にし，まちを一体化”

公共空間で人を呼ぶ！ 活用してつくばならではの空間を創出！
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度以降

事業の実
施判断

具体的な検討

市民参画に
よる検討

→ 事業実施の場合の想定

事業者
募集

事業実施

Ⅰ．こどもが楽しく遊び，学べる新たな拠点の創出
公園や広場を中心に，子育て世代が安全安心に生活でき，こどもが安全に楽し

く遊び，学ぶこともできる拠点の創出

Ⅱ．時代の変化に対応できる柔軟な拠点の創出
筑波研究学園都市の 初に建設された地区として，筑波研究学園都市の機能を支
えるとともに，将来想定される高齢化などの時代の変化に対応できる拠点の創出

①官民が連携した地域拠点の再構築を実現し，魅力的な
都市環境を創出

②都市の魅力向上により，周辺地域の需要を喚起

公務員宿舎廃止を踏まえた都市再生の一つとして，竹園三丁目
地域拠点の再構築を検討中

竹園公園

竹園東小
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※竣工年で計上
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（戸） 中心市街地，竹園・吾妻東部マンション供給戸数

の推移

新規供給戸 前年度までの供給戸

〇Ｈ15以降に22棟が建設され，約2.5千戸が供給
〇Ｈ15～Ｈ20に多く建設された

出典：つくば市まちなみ整備課調査
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〇中心市街地及び竹園吾妻東部エリアの世
帯数：6,333世帯

マンション１戸を１世帯とすると，約
40％がＨ15以降に建設された分譲マ
ンションに居住

〇今後もマンションの増加し，中心市街地
などに住む多くの方がマンション居住者
になると想定
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公務員宿舎の廃止，ＴＸ沿線開発，人口減少，地方創生。。。
つくばのまちなみは日々大きく変化 つくばは新たなステージに？？

それに向け，

魅力あるまちづくり，良好な住環境の創出に
積極的に取組

皆さまに御願い，

マンションやその周辺においても良好な都市
景観を維持することが重要

現在は新築マンションが多いが長期的には老
朽化など課題も発生

つくば市マンション連絡会の役割が重要

御清聴ありがとうございました。
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